
LUNCH MENU



LUNCH MENU Cafe&Bar
11:00 ～ 17:00 (L.O.16:30)

Special Menu 
・牛タン シチュー                          ￥2,380

・フォアグラムースを添えた
  牛フィレ肉のステーキ ( 限定 7食） ￥2,480

BEEF TONGUE STEW( サラダ・パン・カフェ付き）
柔らかな厚切り牛タンのシチュー

BEEF FILET & FOIE GRAS STEAK
（サラダ・スープ・ライス・カフェ付）
甘酸っぱいマデラソースでお召し上がりください

平日限定  weekdays only

・ハンバーグ （限定２０食）                   ￥1,280
HAMBURGER STEAK( サラダ・スープ・ライス・カフェ付き）
マッシュルーム入りのデミグラスソース。

・特製ナポリタン 　　　　                           ￥1,180
TOMATO SAUCE & KETCHUP PASTA
( サラダ・スープ・カフェ付き）
トマトソースとケチャップで懐かしの味に

・Pizza マルゲリータ                                   ￥1,280
PIZZA MARGHERITA( サラダ・スープ・カフェ付き）
石窯で焼き上げるナポリ風ピッツァ

（11:00 ～ 14:30 限定　大盛り無料） 

（11:00 ～ 14:30 限定　単品￥1,030） 

（+￥950 でステーキと盛り合わせに） 

当店では国産 100％のお米を使用しております。
(We use 100% domestic rice.)

※写真はイメージとなります。



Dolce Menu 

Standard Menu 
・ビーフステーキ                         ￥1,340
BEEF STEAK( サラダ・スープ・ライス・カフェ付き）
特製の和風ソースでお召し上がりください

・ポークジンジャー                     ￥1,280
PORK GINGER( サラダ・スープ・ライス・カフェ付き）
厚切り豚ロース肉のソテー生姜風味のソース

・ヘルシープレート                     ￥1,280
HEALTHY PLATE（サラダ・スープ・パン・カフェ付き）
コンソメ野菜スープなど
野菜を中心にしたランチプレート。

・ビーフキーマカレー                 ￥1,180
BEEF KEEMA CURRY( サラダ・スープ・カフェ付き）
牛挽肉とトマトを入れたベーシックカレー

・イタリアンホットサンド          ￥1,180
HOT SANDWICH( カフェ付き）
生ハム、バジル、モッツアレラのホットサンド

（土日祝 限定　+￥310 でサラダ・スープ付き　） 

Set Cafe 
・コーヒー（Hot/Ice）・紅茶（Hot/Ice)・エスプレッソ・カフェラテ（Hot/Ice）（+￥250）・カプチーノ（+￥250）

・苺のパンナコッタ

・ガトーショコラ

・ティラミス

・バニラジェラート

～お得なドルチェセット～
ランチメニューをご注文のお客様は下記のドルチェ +￥580でご注文頂けます。

￥720

￥720

￥720

￥720

※コーヒー、紅茶はお代わりできます。（ホットのみ）

（VILLAZZA 一番人気　+￥950でステーキを二枚に） 

・苺ショートケーキ

・ベイクドチーズケーキ

・季節のフルーツタルト

￥780

￥720

￥780

Tapas ・ミックスナッツ

・野菜チップス

・生チョコレート

￥310

￥310

￥310

・イタリア産生ハム

・チーズの盛り合わせ

￥900

￥1,800・オリーブ

・ピクルス

￥310

￥310

Weekend only 

Strawberry panna cotta

Chocolat cake

Tiramisu

Vanilla gelato

Strawberry cake

Baked cheese cake

Seasonal fruit tart

Olives

Pickles

Nuts

Vegi chips

Chocolate

Prosciutto

Assorted cheese

Coffee                             Tea                          Espresso               Cafelatte                                              Cappuccino



Drink Menu 
Cafe 

・エスプレッソ

・ブレンドコーヒー

・アイスコーヒー

・カプチーノ

(s)￥600/(w)￥700

￥850

￥850

￥880

・カフェラテ (Hot/Ice)

・アイスティー

・ダージリン

・アールグレイ

・アッサム

・カモミール

・ラベンダー

・ココア（Hot/Ice）

￥880

￥850

￥850

￥850

￥880

￥850

￥850

￥850

Soft Drink 
・ジンジャーエール

・コーラ

・オレンジジュース

・グレープフルーツジュース

・ブラットオレンジシュース

・トマトジュース

・ウーロン茶

・アルガーノ葡萄果汁 ( 白）

・アルガーノ葡萄果汁 ( 赤）

￥700

￥700

￥700

￥700

￥800

￥800

￥700

￥800

￥800

Water 
・アクアパンナ

・サンペレグリノ

・ペリエ

￥750

￥750

￥700

Alcohol

Bottlegreen 

・エルダーフラワー

・ザクロ＆エルダーフラワー

・ジンジャー＆レモングラス

￥800

￥800

￥800

ハーブや天然果汁で作られたフレーバー炭酸飲料です。

・生ビール ( アサヒスーパードライ )

・角ハイボール

・ハートランド

・コロナ

・モレッティ（イタリアビール）

・黒ビール　ギネス

・ノンアルコールビール

・ワイン各種 ( スプマンテ、白、赤） ※別紙ワインメニューございます。　

￥820

￥700

￥800

￥800

￥820

￥800

￥720

Espresso

Coffee

Iced coffee

Cappuccino

Caffe latte

Iced tea

Darjeeling tea

Earl gray tea

Assame tea

Chamomile tea

Lavander tea

Cocoa

Gingerale

Coke

Orange Juice

Grapefruit Juice

Blood Orange Juice

Tomato juice

Oolong Tea

Grape juice   （White）

Grape juice   (Red)

Acquapanna (Mineral water)

Sanpellegrino (Carbonated mineral water )

Perrier (Carbonated mineral water )

Elderflower

Pomegranate&Elderflower

Ginger&Lemongrass

Draft Beer (ASAHI Super Dry)

Whisky with Soda

Heartland

Corona

Italian Beer

Black Beer / Guinness

Non-alcohol Beer

Wine (Sparkling / White / Red)


